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【アクセス】 JR山形駅西口徒歩 1分

【駐車場】　県民べにばな駐車場
駐車可能台数：366台
（うち優先スペース 8台分）
利用料金：最初の30分無料
以後30分ごとに100円
1日上限 800円（24時間営業）

※駐車可能台数に限りがあるため、公共交通機関または近隣の駐車場もご利用ください。
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https://yamagata-bunka.jp

ホームページ 
https://yamagata-bunka.jp 

@yamagata_bunka
フォローして最新情報を
ゲットしよう!

イベント詳細&最新情報はやまぎん県民ホールホームページをご覧ください
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特集1

●イベントレポート ●イベントカレンダー《1・2・3月》

蜘蛛巣城 特集2やまがた文化の回廊フェスティバル2023

やまぎん県民ホール施設のご案内

やまぎん県民ホール

やまぎん県民ホール

※ご予約の際にはご家族の連絡先が
　必要です

やまぎん県民ホール 
託児室は、
忙しいパパやママを
応援します！！

会議・セミナー・試験等、さまざまな用途でご利用いただけます。
Wi-Fi、ホワイトボード、スクリーン、プロジェクターなどの設備もございます。

託児室のご利用は事前の予約が必要です

託児室は いつでも どなたでも ご利用いただけます！！

023-664-2220

023-664-2220

対象年齢 生後6カ月～就学前

営業時間 9：00～17：00

休 業 日

予約期間 利用日の2カ月前月の1日より先着

託児の際に必要な持ち物

ご予約・お問い合わせ

ご予約・お問い合わせ

①着替え一式
  （靴下、紙オムツ、紙パンツも含む）
②おやつ
③飲み物

定 員 先着9名

料 金 500円 / 1時間
※当館有料利用施設をご利用、または当館で開催される各種イベント
　にご参加のお客様に限り、最大22：00までご利用いただけます。

※附帯設備は有料となります。
※会議室等利用と同じ時間帯に限り、主催者専用駐車場をご利用いただけます。

※荷物を入れたバッグをふくむ、すべての
　持ち物に記名をお願いします。

やまぎん県民ホール
託児室のご案内

コンサート中に
こどもを預かって
くれないかな

今日は夫婦で
出かけたい

ランチや
通院の間だけ
預かってほしい

やまぎん県民ホール
ご利用以外の方でも

OK！

JR山形駅から徒歩1分の好立地！実はリーズナブル

スタジオ・練習室・会議室

区分 定員 午前

スタジオ1
スタジオ2
スタジオ2（分割）
練習室1
練習室2
練習室3（和室対応可）
会議室1、3
会議室2

5,200円
5,800円
2,900円
3,200円
1,700円
1,700円
1,200円
1,200円

108名
120名
60名
48名
30名
24名
12名
18名

スタジオ1

スタジオ1

6,400円
7,000円
3,500円
3,900円
2,100円
2,000円
1,400円
1,400円

6,400円
7,000円
3,500円
3,900円
2,100円
2,000円
1,400円
1,400円

18,000円
19,800円

9,900円
11,000円
5,900円
5,700円
4,000円
4,000円

こんな時
に・・・

※1つの机に3名掛けした場合の人数

やまぎん県民ホール休館日
〈毎週火曜日（祝日の場合はその直後の平日）
および年末年始〉に準じる

やまぎん県民ホール
〒990-0828 山形県山形市双葉町1-2-38
　 023-664-2220　　 023-664-2209
開館時間 9:00～22:00
受付時間 9:00～19:00（休館日を除く）
休館日 毎週火曜日（祝日の場合はその直後の平日）
　　　 および年末年始

mingle（みんぐる）とは、英語で“混ざる・入り混じる・一緒にする”という意味。人・自然・文化など、山形
のチカラがみんなぐるぐると混ざり合い、山形の未来に向けて挑戦していくという想いを込めました。 @yamagata_bunka

（9：00～12：00）
午後

（13：00～17：00）
夜間

（18：00～22：00）
全日

（9：00～22：00）

（教室形式：108名、ロの字：60名）
スタジオ2

（教室形式：120名、ロの字：60名）
練習室1

（教室形式：48名、ロの字：36名）
練習室2

（教室形式：30名、ロの字：30名）

実際に机と椅子を配置し、講演会
等でご利用いただく際のイメージ机配置例

表紙イラスト：とるねい堂デザイン

やまぎん県民ホール 広報誌

み ん ぐ る
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街歩きアート＆カルチャーウィーク

“あるいて かんじて ひびきあう”

歴史と文化が薫る山形の街なかをめぐって、
ここにしかない多彩な魅力を発見するフェスティバル！

春風を感じながら、山形の文化芸術が彩る“文化の回廊”に出かけてみませんか？

スタンプラリー
開催！

期間中

3

日本映画の巨匠・黒澤明監督の
傑作映画を舞台化！

特集1

2 3

KAAT 神奈川芸術劇場プロデュース

2023年 3月30日(木)
19：00開演（18：00開場）

【出演】
早乙女太一　倉科カナ
長塚圭史　中島歩　長田奈麻　山本浩司　水澤紳吾　
久保酎吉　赤堀雅秋　銀粉蝶　ほか

【演出】
赤堀雅秋

【上演台本】
齋藤雅文　赤堀雅秋

【脚本】
齋藤雅文

【原脚本】
黒澤明　小國英雄　橋本忍　菊島隆三

◆みんぐるメンバーズ先行発売：2022年12月11日（日）10:00～12月17日（土）23:59
◆一般発売：2022年12月18日（日）10:00～　※初日はインターネット・電話のみ
◆窓口販売：2022年12月19日（月）10:00～

【チケット】

【お問い合わせ】

全席指定（税込） 8,500円
7,500円
6,500円

SS席
S席
A席

5,000円
16,000円

U-25チケット
SS席ペアチケット

山形県【主催】山形県総合文化芸術館 指定管理者 みんぐるやまがた／YTS山形テレビ 【共催】

日本の戦国時代、天下統一の野望を抱いた
者たちが群雄割拠の様相を呈した頃、蜘蛛
巣城の城主・都築国春は味方の謀反により
苦戦をしいられていた。一の砦の大将・鷲津
武時と二の砦の大将・三木義明は隣国との
激しい戦いの末、蜘蛛手の森の中をさまよっ
ていると、二人は森に棲む謎の老婆と出会
い、二人は予言めいたことを告げられる。武
時には「今宵からはあなたは北の館のお殿
様、やがては蜘蛛巣城のご城主様」、義明に
は「あなたのお子はやがて蜘蛛巣城のご城
主様」。この予言を聞いてから武時とその
妻・浅茅の運命は大きく変わり、予言に誘わ
れるかのように動き出す―。

まずこの作品の演出の依頼を受けた時、「何故、今この作品を現在の観客に提示す
るのか」という事を考えました。もちろんエンターテインメントとして単純に喜んで
いただくというのは大前提として。
『蜘蛛巣城』といえば、言わずもがなシェイクスピア『マクベス』を原案とした黒澤
明監督の映画作品。その主人公は三船敏郎。今回の舞台版『蜘蛛巣城』はそれと
はまったく印象の違う早乙女太一が主人公を演じます。そしてその妻は倉科カナ。
若い夫婦が戦乱の世に翻弄される顛末。歴史に織田信長が登場する直前の混沌の
世。下剋上の世。
それでも人間の心の在り方は何も変わりがありません。戦乱の世は、決して二次元
の世界ではなく、我 と々地続きにある現実的な世界。その生々しい痛み、愚かさ、そ
して愛しさを、舞台という生 し々い空間で感じ取っていただけたら幸いです。

赤堀さんが演出を手掛ける舞台に参加させて頂くのは、2017年に上演された『世
界』以来、約6年ぶりになります。あの時、経験できた舞台作りの時間は、とても大
きな経験になりました。今作に参加出来ることが決まった日から、ほぼ毎日この舞台
のことが頭をよぎり、その度に心臓が締め付けられては鼓動が高鳴ります。まだ随
分先の舞台なのに、こんなにも前から緊張や不安や高揚感を感じるのは、今までで
初めてです。それ程、自分にとってこの舞台に挑む事がどんな事なのか、日々実感し
ております。
そんな作品に参加出来ることを心から嬉しく思います。誠心誠意努めてまいります
ので、宜しくお願い致します。

演出の赤堀さんとはずっと一緒にお仕事したいと切望していたので、今回お話しを
頂いてとても嬉しいです。
私自身赤堀さんの演出を受けてどんな変化や気付きがあるのか、どの様に染まって
ゆくのか、怖くもありますが丁寧に向き合っていきたいと思います。
また「蜘蛛巣城」が舞台でどう蘇るのか、一演劇ファンとして今からとても楽しみです。

早乙女太一（鷲津武時役）

上演台本・演出　赤堀雅秋演出家コメント

倉科カナ（鷲津浅茅役）

本作は、"世界のクロサワ"と呼ばれ国内外の映画界
に絶大な影響を与えた日本映画界の巨匠・黒澤明監
督によって1957年に公開された映画作品です。シェイ
クスピアの四大悲劇の一つとして有名な『マクベス』
を、黒澤監督が日本の戦国時代に翻案し、能楽・狂言
の様式を応用した日本的で無常観に満ちた戦国スペ
クタクル作品として知られています。
演出を手がける赤堀は、人間の心の機微を独自の視
点で描き、まるで実在する誰かの日常を覗き見してい
るようなリアルさと、どうしようもない人間の愛おしさ
を感じさせる作品を創りつづけています。『蜘蛛巣
城』の根底には、自分の本分を忘れて欲に翻弄される
人間の恐ろしさや愚かさといった普遍的なテーマが
存在しますが、こういった人間心理は赤堀がこれまで
手掛けてきた作品にも通じるものがあります。
「もし予言を信じずに生きていたら、どこにでもいる
仕合せな夫婦だったかもしれない、それが身の程知ら
ずの夢を見て、滅びていく夫婦を泥臭く、青臭く描き
たい」
裏切りや疑心暗鬼、込み上げる欲望といった澱んだ
感情も、常に何の変哲もない他愛のない日常の中に
あるという想いや、武時や浅茅を取り巻く様々な人間
たちにも光をあてて、新たな『蜘蛛巣城』を生み出し
ます。

特集2

『蜘蛛巣城』

出演者コメント

※U-25チケットはA席エリアのみ取り扱い。鑑賞時に
25歳以下の方対象。入場時に年齢確認のできる身
分証をご提示いただく場合がございます。

※未就学児入場不可

やまぎん県民ホールチケットデスク：023-664-2204（休館日を除く10：00～19：00）

〈あらすじ〉

やまがた文化の回廊フェスティバル2023開催決定！

詳細は2023年1月発表を
予定しております。
お楽しみに！

今年度もイベント
盛りだくさん！

お問い合わせ╱
やまがた文化の回廊フェスティバル2023実行委員会事務局
山形県総合文化芸術館  指定管理者  みんぐるやまがた
〒990-0828  山形市双葉町1-2-38
TEL.023-664-2220（開館時間：9：00～22：00 ※火曜休館） FAX.023-664-2209
ホームページ  https://bunka-no-kairo.jp

主催╱やまがた文化の回廊フェスティバル2023実行委員会
　　　（山形県総合文化芸術館 指定管理者 みんぐるやまがた、
　　　山形市民会館指定管理者 山形市民会館管理運営共同事業体、
　　　山形テルサ指定管理者 一般財団法人山形市都市振興公社）
共催╱山形県

3.19（日）
3.21（火・祝）
3.25（土）、26（日）
3.26（日）

恐竜ラボ！ディノ・サバイバル DINO-A-LIVE
第27回山形県トップコンサート　
まちなかクラフトVol.15 2023春
やまぎん県民ホールオープンハウス2023／
「オーケストラの日2023」山響コンサート

やまぎん県民ホール

山形県郷土館「文翔館」

山形テルサ

山形市民会館

山形県立博物館
3.19（日） 第５回やまはくセレクション展 

3.21（火・祝）ファンタジックコンサート

3.17（金）・18（土）
3.17（金）～19（日）

スタインウェイを弾いてみよう2023
やまがたの宝パネル展 ～建造物編～

3.17（金）
3.23（木）
3.26（日）

山形テルサ ランチタイムコンサート
山形テルサ ランチタイムコンサート
第18回 山形いのちの電話 チャリティーコンサート

山形県立図書館

JR山形駅東西自由通路
3.26（日）やまがたエキナカマルシェ

街なかライブピアノ ほか（予定）

スプリングフェスタ（期間中、講座や読み聞かせ会などを複数開催予定）

山形市中心市街地

山形美術館
3.17（金）～21（火・祝）第57回山形県写真展

やまがたクリエイティブシティセンターQ1
3.23（木）Q市ナイトマルシェ

※2.18（土）より開催

※当日無料開館日

※2.23（木・祝）より開催

山形まるごと館  紅の蔵
3.17（金）～26（日） 紅花商人の旧家に伝わる時代雛展
※展示期間：2.16（木）～3.29（水）

※各会場の休館日は各館HP等でご確認ください。
※2022年12月8日現在の情報です。事情により、内容が変更になる場合がございます。
　詳細は2023年1月発表予定。

https://bunka-no-kairo.jp

特設サイト

やまがた文化の回廊
フェスティバル 2023
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ものまねエンターテイメント
コロッケコンサート 勝手にやってすみません！ 40th Anniversary

【ジョイングループ60周年記念スペシャル】

やまがたオペラフェスティバル関連コンサートVol.1

やまがたオペラフェスティバル関連講座 ママパパ応援イベント

2022年9月～11月に開催された
やまぎん県民ホール主催・共催の
公演・イベントを振り返ります。

4 5

主催：東北芸術工科大学 
協力：山形県総合文化芸術館 指定管理者 みんぐるやまがた
　　  やまがたクリエイティブシティセンターQ1

主催：山形テレビ／キョードー東北
共催：山形県総合文化芸術館 指定管理者 
       みんぐるやまがた
主管：Disney Concerts
制作：Harmony JAPAN

主催：山形県総合文化芸術館 指定管理者 みんぐるやまがた
共催：山形県
後援：山形県教育委員会／山形市教育委員会

主催：山形県総合文化芸術館 指定管理者 みんぐるやまがた
共催：山形県
協力：山形ママコミュニティ mama*jam

主催：山形県総合文化芸術館 指定管理者 みんぐるやまがた／やまがた科学・産業体験実行委員会
共催：山形県

主催：株式会社モンテディオ山形
共催：山形県スポーツコミッション
　　 山形県総合文化芸術館 指定管理者 みんぐるやまがた

出演：
粟辻 聡（指揮）
桂 米團治（ナビゲーター）
種谷典子（ソプラノ）
中井亮一（テノール）
髙田智士（バリトン）
山形交響楽団（管弦楽）

出演：
阪 哲朗
青山友紀（ナビゲーター）
山形大学地域教育文化学部 及び　
大学院社会文化創造研究科 学生

曲目：
オペラ『セビリアの理髪師』より
「私の名を知りたければ」
「今の歌声は」

10月

9月

Report

11月
Report

Report

東北芸術工科大学が主催する
2年に一度の芸術祭、山形ビエ
ンナーレ。やまぎん県民ホール
には、山形ビエンナーレ2022
のプログラムの一つ「美術の学
校」の特設ブースが登場！「山」
をテーマにしたワークショップ
では、普段は中々体験できな
い本格的な内容に、大人から
子どもまで、楽しそうに参加されている様子が印象的でした。
完成した作品は、制作風景や実際に使用している様子とあわせて展示され、
週末にはたくさんの方にご来場いただきました。

昭和電工ドーム大分で行われた2022明治安田生命J2リーグ第41節「モ
ンテディオ山形 vs 大分トリニータ」戦をビジョンカーで生中継！好天に
も恵まれ、500人以上のモンテディオ山形サポーターと近隣の住民が来
場し、アウェーで奮闘する
モンテディオイレブンを
応援しました。皆さんの
応援が届いたのか、モン
テディオ山形が勝利をお
さめ、会場は大いに賑わ
いました。

大ホールには、山形を象徴とする「紅花」と「自然」をモチーフにした緞帳をはじ
め、米沢織の技法を用いた客席椅子など、山形が世界に誇る技術と伝統の技が
ふんだんに用いられています。まだご覧になったことがない方のご要望に応え、
大ホールを無料開放して「緞帳見学会」を開催しました。
10月16日には当館スタッフによるガイドツアーを行い、緞帳だけではなくステ
ージ上や舞台裏など、普段見ることができない大ホールの裏側をご覧いただき
ました。

県内の小中学生を対象に、科学技術への理解や関心を深め
てもらうイベントとして、「科学の祭典inやまぎん県民ホール」
を開催しました。
山形県内の企業や団体によるブースでは、最先端の素材やド
ローン、360度カメラを実際に触ったり、雲を作る実験や放射
線の観察をするなど、不思議な科学の世界を体験いただきま
した。

やまがたオペラフェスティバルの開幕を飾るコンサートとし
て、“オペラ美味しいとこどり”の時間をお楽しみいただきまし
た。落語家 桂米團治さんによる軽妙で親しみやすいナビゲ
ートとオペラ歌手たちの大迫力の歌声、そして山響のダイナ
ミックな演奏に会場は大きく盛り上がり、12月から始まるオ
ペラフェスティバル公演への期待は一気に高まりました！

「やまがたオペラフェスティバル」の特別企画として、奥田政行シェフが代表を務める
「アル・ケッチァーノ コンチェルト」とともに、オペラの作曲家にまつわるコラボレーシ
ョンメニューを考案しました。前日にオープニングスペシャルコンサートを終えたばか
りの、クラシック音楽に精通する落語家 桂米團治さんと、ソプラノ歌手 種谷典子さん
をお招きし、メディア向けにコラボメニューの試食会を開催しました。

モンテディオ山形 vs 大分トリニータ
パブリックビューイング
10.16

10.22

主催：さくらんぼテレビ／
        ノースロードミュージック
共催：山形県総合文化芸術館 指定管理者 
       みんぐるやまがた
特別協賛：株式会社ジョイン
後援：山形市

主催：山形県総合文化芸術館（文化機能）指定管理者 みんぐるやまがた
       山形県総合文化芸術館（山形魅力発信モール）指定管理者 株式会社清川屋
共催：山形県

モンテディオ山形  vs 
大分トリニータ パブリ
ックビューイングと同
時開催。世界各国のさ
まざまな種類のビール
と、アル・ケッチァーノ 
コンチェルトのテイク
アウト料理やキッチン
カーグルメを揃え、モンテディオサポーターをはじめ、多くの来場者
に秋のビアガーデンを満喫していただきました。

やまぎん県民ホール 
オータム・ビアガーデン
10.16

みちのおくの芸術祭 
山形ビエンナーレ2022
美術の學校

9.3～9.25

オープニングスペシャルコンサート
～オペラな世界へようこそ～

やまがたオペラフェスティバル × アル・ケッチァーノ コンチェルト
特別コラボメニュー試食会

11.3

11.8

山響常任指揮者の阪哲朗氏とナビゲーターに
YBCアナウンサーの青山友紀さんを迎え、さまざ
まなオペラのお話などをお楽しみいただきまし
た。阪さんのヨーロッパでの体験に基づく楽しい
お話や、指揮者ならではの視点で紐説くオペラの
魅力に、ちょっと敷居が高いと感じる方もいるオ
ペラの世界が、ぐーっと近くなったと思います。ま
た、指揮者とソリスト（山形大学学生の皆さん）の
リハーサル風景は、なかなか見ることができない
貴重なシーンでした。2023年1月8日開催の第2
回講座もぜひお楽しみに！

マエストロ阪哲朗による「すばらしきオペラの世界」
Vol.1『セビリアの理髪師』

YAMAGATA MAM'S 
ON STAGE 2022

11.13

11.21

11.9

11.3

ディズニー・
オン・クラシック
まほうの夜の音楽会
2022

曲目：
「魔笛」「フィガロの結婚」「セビリアの理髪師」「ウィリアム・テル」
「カルメン」「カヴァレリア・ルスティカーナ」「リゴレット」「椿姫」より

育児が忙しくて「やりた
いこと」をやる時間がつ
くれないママたちを、や
まぎん県民ホールが応
援。大ホールのステージ
で、個性豊かなパフォー
マンスを披露していただきました。歌あり、ダンス
あり、中には弁論で出場いただいた方も。
出場者のご家族やお友だちが駆け付け、いつもと
は違うママたちの姿にエールと拍手を送っていま
した。

主催：山形県総合文化芸術館 指定管理者 みんぐるやまがた
共催：山形県

－つくる・つかう・あそぶ・かんがえる－

科学の祭典 in やまぎん県民ホール
2022青少年のための科学の祭典 山形大会

緞帳見学会
10.1、10.16
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休館日：1日（日）、2日（月）、3日（火）、10日（火）、17日（火）、24日（火）31日（火）
※

休館日：7日（火）、14日（火）、21日（火）、28日（火）
※

休館日：7日（火）、14日（火）、22日（水）、28日（火）
※

2023

月
1 3～

【全席指定】
SS席
S 席
A席

：8,500円
：7,500円
：6,500円

【全席指定】
S 席
A席
B席

：12,000円
：10,000円
：  8,000円

【全席指定】
ダイナミックシート席
             
S席
A席

：5,800円
：4,200円
：3,200円

U-25チケット
SS席ペアチケット

：5,000円
：16,000円

【全席指定】
SS席
S 席
A席
B席
C席

：11,000円
：10,000円
：  8,000円
：  6,000円
：  

【全席指定】
S 席
A席
：7,800円
：6,500円

【全席指定】
S 席
A席
B席

：5,000円
：4,000円
：3,000円

【全席指定】
S 席
A席
B席

：6,000円
：5,000円
：3,000円

【全席指定】
S 席：7,000円
U-30席：2,000円

☆ハリウッド・フェスティバルオーケストラ
　ニューイヤーコンサート

★☆二期会オペラ『フィガロの結婚』

★☆マエストロ阪哲朗による
　 「すばらしきオペラの世界」Vol.２
　 『フィガロの結婚』

★☆90歳を迎える巨匠 
     ＂村川千秋のシベリウス"

催事名日

5（木）

8（日）

15（日）

会場 時間 チケット料金（税込） お問い合わせ先（担当者）

大

大

タキミカ専属トレーナーが教える！
91歳。日本最高齢インストラクター
「タキミカ」の作り方【８つの秘訣】

22（日） 大

大

大

大

ス1

ス1

17：00 開場
18：00 開演

13：00 開場
14：00 開演28（土）

13：30 開場
14：00 開演

17：00～18：30
（16：30受付開始）

14：00 開場
15：00 開演

14：00 開場
14：30 開演

（休館日を除く 10:00～19:00）

やまぎん県民ホールチケットデスク
023-664-2204

（休館日を除く 10:00～19:00）

やまぎん県民ホールチケットデスク
023-664-2204

（休館日を除く 10:00～19:00）

やまぎん県民ホールチケットデスク
023-664-2204

株式会社パワーエイジング
023-600-0420

（株）山形銀行営業支援部
023-634-7024

（土・日・祝を除く10：00～17：00）

山響チケットサービス
023-616-6607

（休館日を除く 10:00～19:00）

やまぎん県民ホールチケットデスク
023-664-2204

（土・日・祝を除く10：00～17：00）

山響チケットサービス
023-616-6607

（休館日を除く 10:00～19:00）

やまぎん県民ホールチケットデスク
023-664-2204

（平日10:00～18:00、土曜10:00～15:00、日祝 休）

二期会チケットセンター
03-3796-1831

（平日9:30～17:30）

山形新聞社事業部
023-642-7955

…大ホール※ 共 …共有スペース 広 …イベント広場ス1…スタジオ1 ス2…スタジオ2

2

★☆マエストロ阪哲朗による
　 「すばらしきオペラの世界」Vol.3
    『ラ・ボエーム』

★☆オペラ指揮者 阪哲朗が誘う
      "演奏会形式オペラシリーズ" Vol.1
    『ラ・ボエーム』

★☆『蜘蛛巣城』

月
催事名日

20（月）

★☆反田恭平＆
　　ジャパン・ナショナル・オーケストラ 
　　コンサートツアー2023

18（土）

26（日）

30（木）

★やまぎん県民ホールオープンハウス202326（日）

会場 時間 チケット料金（税込） お問い合わせ先（担当者）

大

大

大

18：30 開場
19：00 開演

14：00 開場
15：00 開演

大 13：00 開場
14：00 開演

18：00 開場
19：00 開演

（休館日を除く 10:00～19:00）

やまぎん県民ホールチケットデスク
023-664-2204

（休館日を除く 10:00～19:00）

やまぎん県民ホールチケットデスク
023-664-2204

（休館日を除く 10:00～19:00）

やまぎん県民ホールチケットデスク
023-664-2204

（休館日を除く 9:00～22:00）

やまぎん県民ホール
023-664-2220

…大ホール※ 共 …共有スペース 広 …イベント広場ス1…スタジオ1 ス2…スタジオ2

催事名日 会場 時間 チケット料金（税込） お問い合わせ先（担当者）

大 …大ホール※ 共 …共有スペース 広 …イベント広場ス1…スタジオ1 ス2…スタジオ2

1月

ス2

館内 10:00～16:00

（平日 10:00～18:00）

さくらんぼテレビ
0120-150-616

【全席自由】
2,000円

【全席自由】
2,200円

2023年山形銀行新春経済講演会30（月） 大 13：30 開場
14：00 開演

【要事前申込み】
無料

★山形交響楽団主催公演
　公開リハーサル14（土）

（休館日を除く 10:00～19:00）

やまぎん県民ホールチケットデスク
023-664-2204参加無料

（要事前申込・先着順）

【全席自由】
2,000円

3月
10：00 開場
10：30 開演

大原学園山形校（担当：黒澤）
023-674-0660令和４年度 学校法人大原学園 卒業式8（水） 大 関係者のみ入場可

やまぎん県民ホール
EVENT  CALENDAR

イ ベ ン ト カ レ ン ダ ー

※2022年12月8日時点での情報です。イベント内容の詳細やチケット販売状況は各お問い合わせ先にご確認ください。
※主催者に確認した情報を掲載しています。事情により内容が変更になることがございますので、ご了承ください。　
※★：主催・共催イベント　☆：窓口取扱チケット　※★☆が付いた公演のチケットは、やまぎん県民ホールチケットデスクでお買い求めいただけます。

「みんぐるメンバーズ」に登録しませんか？ お得な特典
盛りだくさん！

その他ご優待サービスメールマガジン配信当館で開催する
その他公演の先行予約

※対象公演のみ

当館主催公演
チケットの先行予約

11特典 22特典 33特典 44特典

公演情報、
チケット発売情報など 協力店での割引など

やまぎん県民ホール

やまぎん県民ホール 023-664-2220（9:00～22:00）※休館日をのぞくお問い合わせ

登録は簡単
５分でできる！

一般：2,000 円
高校生以下：1,000円

【全席指定】

前売：2,500円
当日：3,000円

【全席自由】

15：00 開場
16：00 開演

13：30 開場
14：00 開演

①10：30開演
②13：30開演
③16：30開演

未定
（休館日を除く 10:00～19:00）

やまぎん県民ホールチケットデスク
023-664-2204

（休館日を除く 10:00～19:00）

やまぎん県民ホールチケットデスク
023-664-2204

杜の弦楽四重奏団（担当：駒込）
ryovnryo@gmail.com
090-4315-4274

（休館日を除く 10:00～19:00）

やまぎん県民ホールチケットデスク
023-664-2204

（土・日・祝を除く10：00～17：00）

山響チケットサービス
023-616-6607

★☆恐竜ラボ！ディノ・サバイバル 
      DINO-A-LIVE

★第27回山形県トップコンサート

19（日）

杜の室内楽vol.16 山形公演19（日）

21（火・祝）

☆オーケストラの日202326（日）

大

大

大

【全席自由】
無料

無料
※一部有料イベントあり

※イベントカレンダーの☆がついている催事は、以下の3つの方法でチケットを購入いただけます！

※催事により、購入方法が限定される場合があります。詳しくはやまぎん県民ホールチケットデスク（023-664-2204）までお問い合わせください。

やまぎん県民ホールでのチケット購入方法

チケット購入完了！当日をお楽しみに♪

やまぎん県民ホール事務室カウンターにて直接購入 やまぎん県民ホールホームページからオンライン予約電話で予約

電話・オンライン予約のチケット受取方法は下記より選べます

●スタッフが直接対応するため、
　インターネットが使えない方や苦手な方でも安
心してご購入いただけます。

●座席表を見ながら購入できます。
●お支払い、発券までその場でできます。
●決済はクレジットカードもご利用いただけま
す。

●受付時間は10:00～19:00です。
 （休館日をのぞく）

●やまぎん県民ホールチケットデスク
　☎ 023-664-2204
●スタッフと直接話しながら予約できます。
●受付時間は10:00～19:00です。
 （休館日をのぞく）

●ホール事務室（手数料無料）※駐車場は有料です。（入庫から30分まで無料）
●全国のセブンイレブン（決済手数料165円 ⁄ 件＋発券手数料110円 ⁄ 枚）

●やまぎん県民ホール
 「みんぐるメンバーズ」会員登録が必要です。
●空席確認も座席指定もできます。
●忙しくても大丈夫！24時間購入ができます。
●決済はクレジットカードもご利用いただけます。

《予定枚数終了》

（平日 10:00～18:00）

さくらんぼテレビ
0120-150-616

キョードー東北
022-217-7788
（平日 13：00～16：00 / 土曜10：00～12：00）

12：00 開場
12：30 開演☆十三代目 市川團十郎白猿 襲名披露巡業11（土） 大

（休館日を除く 9:00～22:00）

やまぎん県民ホール
023-664-2220やまがた文化の回廊フェスティバル202317（金）

26（日）
詳細は決まり次第、
特設HPにて発表〜

（各回45分前
   開場）※予定


	みんぐる10-表紙-五.pdf
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